
攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術
緊急展開事業について

農林水産省 農林水産技術会議事務局
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◆攻めの農林水産業を実現するため、従来
の限界を打破する生産体系への転換を進め
ることが急務です。

◆このため、民間・大学・独法などの英知を
結集して、革新的な技術体系を確立するた
めの実証研究を行い、消費者等のニーズに
応えた農林水産物の生産等を支援します。

背景

◆産学の英知を結集し、様々な先端技術を
基に革新的な技術体系を組み立て、実際の
生産現場で、米の低コスト生産や畜産の省力
化・効率化等を実現する実証研究を支援。

◆その際には、消費者や実需者のニーズに
立脚したものとなるよう、大学等の協力を得
て、マーケティングや経営分析研究を併せて
実施。

研究方法

産学の英知を結集して、革新的な技術体系を確立するための実証研究や民間活力を生か
した技術開発等を行い、消費者等のニーズに応えます。 【２５年度補正 １０，０００百万円】

対策のポイント

生
研
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ン
タ
ー

（
農
研
機
構
）

委託

大幅なコストの低減等による農林水産業経営の収益増大

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業

無人（耕起）
有人（施肥）

【大規模経営向け無人＋有人の協調作業
による作業効率向上等】

畜産の省力・生産性向上実証

【酪農の閉鎖型畜舎による生産性向上等】

従来型（開放型） 閉鎖型

ＩＣＴ、ロボット
技術を活用し
健康状態に
応じた精密な
飼養管理

飼料用米専
用品種を導
入し、単収１
トンを実現

センサーを
活用した

高度な温
度管理

米の低コスト生産実証
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農業者等

都道府県等公設試験場

独法（農研機構等）・
大学・民間企業

普及を担う
組織研究グループ・協力体制の構築



革新的技術緊急展開事業の進め方

・開催場所：農政局単位で設定予定

・革新的な技術を有する研究機関、民間企業等からの技術紹介
・今後の公募手続きの進め方の説明・情報提供

● 革新的な技術を有する研究機関、民間企業、大学等の交流促進

研究課題の公募 （２月中旬から1ヶ月程度）
（実証すべき技術体系の提示）

審査（外部審査委員会）

革新的技術提案会（1月中下旬）

採択・研究開始（４月メド） 3



網羅型研究と個別要素技術型研究
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網羅型研究

１．研究の目的： 「目指すべき技術体系」全体をカバーする研究
２．研究体制： 研究グループで研究コンソーシアムを形成して応募すること。

研究グループの構成は下図のとおり。
３．研究期間： ２年間（平成２６年度～平成２７年度）
４．研究費 ： ６,０００万円～１億５，０００万円以内／２年

施設等の試作を行う場合にあっては別途支弁
５．募集課題数： ４０課題程度

個別要素技術型研究

１．研究の内容： 網羅的な研究課題を補完しうる個別の要素技術の研究
２．研究体制： 単独の機関での応募が可能
３．研究期間： ２年間（平成２６年度～平成２７年度）
４．研究費 ： １,０００万円以内／年
５．募集課題数： 事業全体として、○○課題程度



網羅型研究におけるコンソーシアムの形成
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・代表機関又は、参加機関となることを推奨

・研究内容が都道府県域をまたがる場合には、
複数の公設試験場が参加することも可能

・施設等を試作し、研究終了後、農業者等が継続使用する場合、
研究コンソーシアムに農業者等が参加することが必要

・施設等の試作がない場合、農業者は研究コンソーシアムに入ら
ず、研究協力者とすることが妥当（収益の扱いが容易）。

・研究コンソーシアムの代表機関となることも可能

・民間企業の参加は原則として必要

・民間企業としては、農業機械メーカー、ＩＴベ
ンダー等生産を支援する企業と研究成果とし
て生産される農産物等の流通加工に関係す
る企業を想定

・全ての機関で配分業務の実施が困難な場合、専ら
これを行う機関として、研究運営管理機関を研究コン
ソーシアムに参加させることが可能（研究管理運営機
関の紹介を希望する場合には、国にご相談下さい）

都道府県公設試験場

農業者等 研究管理運営機関

民間企業

大 学

・普及・実用化支援組織との連携は必須で
あり、都道府県の普及センターやＪＡが研
究コンソーシアムに参加することが望まし
い

普及・実用化支援組織 研究コン
ソーシアム

・研究コンソーシアムの代表機関となることも可能

独立行政法人

研究グループの構成



課題全般を網羅した研究テーマを実施

網羅的な研究課題を補完しうる個別の要素技術の研究テーマを実施

研究課題採択のイメージ

網羅型研究

個別要素技術型研究

【網羅型研究】 【個別要素技術型研究】

※網羅・個別ともに研究期間は２年（平成２６～２７年度）
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マーケティング研究と経営評価研究
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マーケティング研究

経営評価研究

１．研究の目的： 実証研究とは別に農林水産業・食品産業分野における新たなビジネ
スモデルや技術体系の策定を目指す

２．研究の内容： 我が国の農林水産物・食品にかかるものの個別の地域特産品等にか
かわるもののほか、社会科学的研究を支援

３．研究期間： ２年間（平成２６年度～平成２７年度）
４．研究費 ： ５００万円以内／年
５．募集課題数： １０課題程度

１．研究目的： 網羅型研究によって実証する技術体系及び経営について分野毎に評
価し、研究技術体系の導入効果を確認

２．研究対象： 土地利用型作物、施設園芸、露地園芸、果樹、畜産、林業、水産業の
７分野

３．対象機関： 技術・経営の定量的に評価する能力を有する機関
４．研究期間： ２年間（平成２６年度～平成２７年度）
５．研究費 ： １，０００万円以内／年



原則として、本研究の実施により、産地における経営体（生産者）レベルで技術実
証を行った後、事業実施前の生産体系の場合と比較して、生産コストの大幅な削
減又は収益率が増加するような技術体系の確立を行うことを想定。

① 本研究は、原則として、実証研究の円滑な推進及び研究成果の普及の観点
から、あらかじめ都道府県の理解を得た上で研究実施者が「研究・実証地区」を
設定し、この中で生産者の経営の中で技術実証を実施。

② 「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」で実施している宮城県、岩
手県及び福島県については、当該事業により、拠点となる実証地区を設定し実証
研究を行っていることから、本事業の研究・実証地区の設定の対象としない。
ただし、当該３県の研究機関が他の都道府県の研究体制に参画することは可能。

◇研究・実証地区

◇研究目標

研究課題の実施について①
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①研究成果の普及・実用化を促すため、研究グループには、原則として、都道府
県普及指導センター、民間企業、協同組合等研究成果の普及を担う機関（普
及・支援組織）の参画を得る。

なお、研究グループに参画している研究機関が普及･実用化の活動を行う組
織・部署を有している場合、それを普及･実用化支援組織として位置づけること
も可能。

本事業において開発した農林水産物の流通・販売試験を行う民間企業を普及･
実用化支援組織として位置づけることも可能。

◇普及機関の参画

研究課題の実施について②
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秘密の保持
本事業に係る応募書類及びe‐Radへの登録のため

に応募者から提出された資料に含まれる個人情報
は、本事業の採択の採否の連絡、採択課題に係る
契約手続、評価の実施、e‐Radを経由した内閣府の

「政府研究開発データベース」への情報提供等、農
林水産技術会議事務局が業務のために利用・提供
する場合を除き、応募者に無断で使用することはあ
りません。

採択された個々の研究課題に関する情報（研究課
題名、研究概要、研究機関名、研究者名及び研究
実施機関等）は、行政機関が保有する情報として公
開されることがあります。

研究で得られた技術の特許権
研究で得られた知財の所有権（特許権）については、
一定の手続きを行っていただいた上、日本バイ・ドー
ル条項（産業技術力強化法第19条）にもとづき、原

則、委託先（技術を開発した研究者）に帰属すること
となります。

支払対象となる経費

（１）直接経費

研究の遂行及び成果の取りまとめに直接必要とす
る経費

①人件費

②謝金、農作業等請負業務費

③旅費

④試験研究費

・農業用機械・備品費（原則レンタル・リース）

・生産資材費

・消耗品費

・印刷製本費

・借料及び損料

・光熱水料

・試作品設置のための労務費 等

⑤その他必要に応じて計上可能な経費

（２）一般管理経費

試験研究費の１５％以内

（３）消費税等相当額

（１）及び（２）の経費のうち非課税取引、不課税及び
免税取引に係る経費の８％（予定）

研究課題の実施について④
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研究グループ間での連携による一体的な研究の推進

関連する研究課題を有する研究グループの代表者により、運営委員会等の場を
活用しながら、一体的・効率的に研究を推進。

実証研究の進行管理のイメージ

生研センター（農研機構）

研究グループＡ

研究課題
◇小課題a
◇小課題b
◇小課題c

民間企業Ｄ

研究課題
◇個別要素技術d
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応募はすべて、「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）」で受け付けます。

郵送や直接の持ち込み、E-mail等では一切受け付けません。

○e-Radの使用にあたっては、事前に「研究機関の登録」、「研究者の登録」が必要

となります。登録手続きに日数を要する場合がありますので、余裕をもって手
続きを行って下さい。

○応募締切期限直前は、応募が殺到し、e-Radシステムがつながりにくくなる可能性
がありますので、余裕をもって、応募書類のe-Radへの応募登録を行って下さい。

情報提供サイト：e‐Radポータルサイト（http://www.e‐rad.go.jp/）

e‐Radの操作方法に関する問い合わせ先：
e‐Radヘルプデスク
TEL 0120‐066‐877

受付時間 09:00～18:00
※土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除く

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）による応募
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○研究機関の登録申請手続き（e-Rad番号の取得）

①
申
請
書

の
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド

文部科学省
③ログイン

通知書の郵送 ④
ロ
グ

イ
ン

・部局コードの設定、所属研究機
関の基本情報の設定

・事務分担者を置く場合、e-Radで
事務分担者を登録、事務分担者
にログイン情報通知書と電子証明
書を配布

・各所属している研究者を登録

ログイン後、以下の情報を登
録する必要があります。研究機関（代表機関）

府省共通研究開発システム
【e‐Rad】

○研究実施計画の応募手続き

生研センター（農研機構）等

①生研センター（農研機構）等HP
から応募書類等をダウンロード

②e-Radシステムに必要事項を入力
し、応募書類をアップロード

③事務代表者が必ず締め切り時間まで

に「承認」の処理

研究機関
（代表機関の研究開発責任者）

e-Radの状態：承認
府省共通研究開発システム【e-Rad】

e-Radの状態：配分機関受付中

e-Radの状態：「受理」または
「配分機関処理中」

生研センター（農研機構）
が受理した状態

締切日までに、e‐Radの状態が「配分機関受付中」の状態になっている必要があります。

②申請書
の郵送①

②

③

時間がか
かります！

締切直前は回線
が混みます！

よく忘れられます！

※e-Rad番号は

共同研究機関も
必要です！

e-Radによる応募の流れ
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本事業のモデルとなる「食料生産地域再生のための先端技
術展開事業」に係る関連サイト

・事業概要、公募や委託先決定のプレスリリースなど
http://www.s.affrc.go.jp/docs/sentan_gijyutu.htm

・研究課題概要、見学案内など（宮城県内での農業・農村分野）
http://www.ais‐sentan.jp/index.html

・研究課題概要、見学案内など（岩手県内での漁業・漁村分野）
http://www.iwate‐suigi.jp/index.html

先端技術を用いた
被災地の

農林水産業の復興

技術革新を通じた成
長力のある新たな農
林水産業の育成

土地利用型
営農技術

そ菜・果樹
園芸技術

施設園芸技術
（イチゴ・トマト）

防災・経営
診断技術

農業・農村型 研究・実証地区

開放型研究室

漁海況予報

持続的な漁業・養殖業
（アワビ・ウニ）

地域独立型電力を
用いた水産業

省エネ・高付加価値
（加工技術等）

漁業・漁村型 研究・実証地区

開放型研究室

先端技術の
組合せ・最適化

技術の実証

普及・実用化
推進

岩手県内、宮城県内、福島県内 岩手県内、宮城県内

生産コス
トの５割
削減

または収
益率２倍

化

○問い合わせ先

研究推進課先端技術実証班 担当：柚賀（ユガ）、高橋

電話：03‐6744‐7043（直通） FAX：03‐3593‐2209 E‐mail：kakusin_gijyutu@nm.maff.go.jp 14


